
若者にお寺をアピールするためのインスタレーション

ー静岡県磐田市西光寺にてー

制作　阿部研究室　A19AB016　岩田柚希　A19AB110　野田泉水

01. 背景 ・目的

背景

　卒業研究のテーマを選択するにあたり、 日本文化に着目した。 御朱印集めや寺

社巡りに関心があることから、 寺社仏閣に関する制作を行いたいと考えた。

現在、 全国的に有名な寺社以外の一般の寺社には、 ほとんどの若者が無関心

である。 また、 ご利益のために寺院を訪れる人が昔と比べて減っており寺院の収

入も減少傾向にあるという。 そこで、 若者にも寺社一般に広く関心を持ってもらい

たいと感じるようになった。

目的

　本研究は、 若者 （10 代～ 20 代） をターゲットとし寺社へ行きたくなるようなイン

スタレーションを制作することで、 寺社への若者の来場者数を増加させることを目

的とする。

02. 西光寺

インスタレーションの制作にご協力頂ける寺社を探している際に、 SNS 映えに対

して積極的なお寺を発見した。 個性的な装飾を施しており、 注目の的になり得る

のではないかと感じた。 そのお寺は、 東福山西光寺 （住所 ：静岡県磐田市見付

3353-1） といい、 時宗のお寺で縁結び ・恋愛成就のパワースポットとして知られて

いる。 また、 境内にインスタレーションの設置可能なスペースもある。

03. 事例調査

活気のある寺社仏閣の集客の要因調査、 寺社仏閣以外のインスタレーションの

事例調査を行い、 設置場所の雰囲気に合う制作案を検討した。 事例踏査は以下

の用語を組み合わせて、 インターネット Google で画像検索を行った。

調査の結果

　多くの集客を得ている寺社仏閣の特徴は、 以下の４つの形態に分類されることが

分かった。

寺社仏閣　神社　お寺　インスタ映え

04. コットンボール

制作案 1つ目として、 毛糸を用いて制作するコットンボールを考えた。 　西光寺

のライトアップでは障子越しに丸い光が見えるので、 丸みのある装飾はもともとある

装飾と相性が良い。 また、 「縁を結ぶ＝糸を結ぶ」 というストーリー性を持たせ、

来場者にご利益のアピールができる。

試作①

2種類 ・ 3 色の糸 （細めの毛糸 ・ 麻紐） を使用した。 色や素材を変えることで

完成品の見え方を比較した。

制作手順

1. 膨らませた風船に糸を巻き付ける

2. 水で薄めたボンドを全体に染み込ませながら塗る

3. 完全に乾いたら風船を割る

4. コットンボールを麻紐で繋いでいく

試作②

赤い糸をイメージした赤色と、 アクセントとして金色の 2色を使用した。

05. フラワーアート

制作案 2つ目として、 西光寺の大クスとなぎの木と調和するような自然をモチー

フにすることを考えた。 花の中で花言葉の多いバラを選択し、 フラワーアートに意

味を持たせた。

　「愛、 あなたを愛する」 という意味を持つ赤系の色を立体感が出るように組み合

わせて使用し、 設置するバラの数は 「あなたに出会えてよかった」 という意味を持

つ 5本とした。

試作③

YouTube の動画を参考にして、 コピー用紙と厚紙を用いて直径 500 ㎜ほどの

ペーパーフラワーを制作した。

0.6 本制作

素材

（花部分）

　透明感のあるオーガンジーを使用した。 オーガンジーは光に当たると光沢感が出

るため、 天気によって花の見え方に違いがあった。 比較的軽い布を使用することで、

転倒のリスクを下げた。 色は赤、 ピンク、 紫、 黒を組み合わせて制作した。

オーガンジーは光に当たると光沢感が出るため、 天気によって花の見え方に違い

があった。

　花びらに通す針金は、 線径１． ２㎜と線径 0.9 ㎜のカラー針金 （黒色） を合わせ

て使用した。

　制作した花の色は下の通りである。

・ 赤×ピンク

・ 赤×紫

・紫 （立体感を出すために黒を中に仕込んだ） × ピンク

・ ピンク×紫

・ ミックス （上記を組み合わせたもの）

（茎部分）

　直径 180 ㎜の長さの違う塩ビ管 1000 ㎜、 1600 ㎜、 2000 ㎜×2、 2300 ㎜の計 5

本を使用した。 塩ビ管に塗装されている品番は除光液で落とした。 金属と比べ軽く

て柔らかい素材のため揺れやたわみが生じたが、 多少の揺れやたわみは安全性に

は問題なく、 制作物に動きが出るため特に補正はしなかった。 しかし、 2300 ㎜のも

のは大きくたわんでしまい転倒の恐れがあったため、 直径 100 ㎜長さ 1000 ㎜の鉄の

棒を塩ビ管の中に入れることで安定させた。

（地面部）

　長さ 440 ㎜の埋め込みタイプのポールスタンドを使用した。 360 ㎜前後まで埋め込

み地面に固定した。



【西光寺】 【事例調査】 【試作①・②】 【試作③・④】 【試作⑤・⑥】 【本制作 ・バラの花】 【作業の様子】

1. 大掛かりな装飾

相当な耐久性が求められるが、 写真映し、 高い演出力がある。

2. 小物 （絵馬やおみくじ）

大量のご利益のある絵馬やおみくじを作る必要があるが、 参拝者の行動とそれに

よる収益が望め、 装飾の規模も調整できる。

3. 手水舎

装飾によっては手水舎が使えなくなるが、 装飾の幅が広く、 手水舎があれば省

スペースで設置可能である。

4. 建築物

本非常に写真映えし価値も高いものが多い。 歴史的な価値があるものや新しく設

置したものなど形態は様々である。

　これらを踏まえ本研究では、 フォトスポットになる新しい寺院のインスタレーション

の制作に決定した。 小スペースのものを中心に寺社仏閣以外のインスタレーション

を 「フォトスポット」 で画像検索を行った。

　小スペースの「フォトスポット」は、元々知名度のある場所に設置されたものが多く、

設置したもので知名度をあげるとなると高い演出性が求められる。 したがってその

場所でしか見られないもの、 個性的なものを考える必要がある。

　西光寺の特徴や事例調査を参考にし、 安全性やストーリー性、 写真映えなどを

考慮した 2種類の制作案を検討した。

制作手順

（花）

1． オーガンジー （320 ㎜×320 ㎜） ×16 枚、 （360 ㎜×360 ㎜） ×14 枚、 （420

㎜×420 ㎜） ×28 枚を花びらの形に切り出す。

2． 1． を 2 枚ずつ縫い合わせて計 29 枚の花びらを用意する。 このとき、 （360 ㎜

×360㎜）と（420㎜×420㎜）には針金を通すために5㎜程度余分に縫い代を残す。

3． （360 ㎜×360 ㎜） と （420 ㎜×420 ㎜） に針金を通す。

4． 土台としてスチレンボード１㎜ （80 ㎜×80 ㎜） ×2、 2 ㎜ （直径 200 ㎜）、 2 ㎜

（直径 260 ㎜） ×2 を切り出す。 全ての部品の中心に塩ビ管 （直径 18 ㎜） が通る

穴をあけておく。

5． 透明なグルーガンで土台に 2． の花びらを接着する。

6． 別々の土台の花びら部分を全て接着する。

7． 茎部分となる塩ビ管にメラニンスポンジ （80 ㎜×80 ㎜×33 ㎜） を接着し、 花

の支えを作る。

8． 7． を黒色の厚紙を用いて隠すように被せる。

9． 8． に 6． で作った花部分を差し込む。

（設置 ・固定）

10． 地面に 250 ㎜程度の穴を掘り、 埋め込みタイプのポールスタンドを規定の線よ

り深いところまで埋め込む。 境内の白い砂利をバケツや端に避ける。

11． ポールスタンドに花を取り付けた塩ビ管を差し込む。 2300 ㎜のものには、 鉄の

棒を先にポールスタンドに差しておきそこに塩ビ管を差し込む。

12． 最後に10． で避けておいた白い砂利を撒き、地面との接地面を綺麗に整える。

試作④

　厚紙で制作したペーパーフラワーをもとに、 透明感のあるオーガンジーを使い同

様に制作した。 布一枚で花びらを形成すると、 厚紙より強度が極端に下がってし

まい、 形が崩れてしまった。

試作⑤

　試作④と同様にオーガンジーを使用した。 布を 1枚使いするのではなく、 2 枚

を縫い合わせて花を形成した。

また、 外側の大きい花びら１つ１つに針金を通すことで、 試作⑵より強度が上がり、

バラの花の形を保つことができた。 さらに大きなものを制作したいので、 再度試作

を行った。

試作⑥

使用するオーガンジーの色を変え、 サイズを大きくして制作した。 試作⑤よりも

強度が強い針金を外側の花びらに通して形成した。

　試⑥を西光寺のご住職様にお見せしたところ、 興味を持っていただいた。 コット

ンボールよりも安全で電源使用がなかったので、 本研究はフラワーアートの制作で

決定した。 現地で仮設置を行いながら、 大きさや構造の検討を進めた。



07. 仮設置

　5 本すべての花の制作を終え西光寺にて仮設置を行った。 大人が小さく見えるよ

うな巨大なバラをイメージしていた。 しかし実際に設置してみると、 想定していたよ

りも全体の規模感がかなり小規模になってしまった。 　再度仮設置を行い、 花の間

隔を狭めて人が大きな花束の中にいるように見せる配置に変更した。

08. 端切れの活用

　花を制作するにあたり多くの端切れを出してしまったため、 活用方法を模索した。

せっかく足を運んでいただいたからには、 写真だけでなく形に残るものを渡したいと

考え、 簡単に作れる花を量産した。 イベント当日にインスタレーションを目的とし

て足を運んでくださった方々にプレゼントした。

09. 広告宣伝

主な宣伝方法

・ Instagram ・ 新聞社

・ チラシ ・ 西光寺参拝者

・ テレビ放送局

ターゲットは 10 ～ 20 代であるため Instagram を主に使用し、 それ以外は全世

代に向けた宣伝とした。

Instagram

　使用したハッシュタグ

　ご案内をお送りした報道各社の発送先リストは表【チラシ送付リスト】の通りである。

10. 展示

来場者

11 月 25 日から 27 日までの 3 日間 10 ： 00-16 ： 00 （25 日のみ 17 時まで ) 「花

結び」 というタイトルで制作物を展示した。 来場者数は 25 日 15 人、 26 日 29 人、

27 日 34 人　合計 78 人の結果となった。 78 名中、 女性は 46 名であった。

　10 ： 00-11 ： 00、 15 ： 00-16 ： 00 の来場が最も多かった 【時間帯別来場者数変

移】。 これは午前中に地元の方が参拝にきていること、 観光客は早朝、 もしくは昼

食後からきていることが考えられる。

ヒアリング調査

イベントに訪れたきっかけをヒアリング調査した。 「作ったチラシ」 が 18 人、 「参

拝ついで」 が 17 人、 「中日新聞」 が 17 人、 と特に多かった 【媒体調査】。

Instagram で若者の集客を狙うことが一番の目標であったが、 紙媒体での集客性

がとりわけ高かったため、 違う宣伝方法の検討が必要とわかった。

　次に、 どの地方から訪れたのかを調査した。 静岡県磐田市内が 87％を占め愛

# 磐田市西光寺 # 西光寺 # 西光寺御朱印 # 磐田市 # 磐田グルメ # 磐田ラ

ンチ # 寺社仏閣巡り # 寺社 # 寺社巡り # 御朱印 # 静岡寺社 # 静岡観光 #

静岡寺社巡り # インスタレーションアート # インスタレーション 

#flowerart #photospot # 縁結び神社 # 縁結び # 磐田っていいな # しっぺ

いくん  # しっぺい # 花結び  # 見付天神 # 旧見付学校 # 旧赤松家記念館

新聞 ・ テレビ

テレビ放送局、 新聞社計１５社に宣伝を

行い 11/24 静岡新聞、 11/25 中日新聞に

掲載していただいた。

11/24 木曜日 18 ： 50 名古屋テレビ放送

「アップ！メーロメロ！ポスト」 に１分の動画

に出演した。



知県豊橋市、 静岡県浜松市、 愛知県田原市の順で多かった。

感想

年齢別で感想を伺うと、 20 代と 80 代では異なる感想が得られた。【感想】は

写真を撮っていた来場者の感想である。

11. まとめ

来場者は多かったもののターゲットの若者（10 ～ 20 代）の割合は 20.5％

と低かった。しかし、県外から訪れた方や磐田市在住でも初めて訪れた方が

見られたので、西光寺をアピールする良い機会となった。

　Instagram での集客が伸びなかったので、投稿数を増やしたり、若い世代が

注目するような投稿内容（動画など）を工夫したりする必要があったと考える。

また、Instagram だけでなく Twitter や TikTok など別の SNS 運営を行ったり、

宣伝を浸透させるために開催期間を延長することで来場者を増やせたのでは

ないかと考える。それに対し、新聞やチラシの紙媒体は幅広い世代の方々に

見てもらうことができたので、周辺地域や地元の方の集客に効果的であった。

80代 ・TVをみてすごいと思った ・制作が大変そう
・発想がすごい ・一歩踏み出したことだ
・お寺の雰囲気と合っている ・いい経験になったね
・友人に自慢したい ・西光寺にも興味がわいた

40代 ・コンセプトが良い ・面白い
・可愛い

30代 ・インスタグラムに載せたい ・西光寺に来てなぜバラなのか
・子供と写真を撮りたい 理解出来た

20代 ・インスタに載せたよ ・パワースポットらしい雰囲気
・バラが好き ・映える
・プレゼントがかわいい ・可愛い
・綺麗

社名 宛先
1 （株）中日新聞社 磐田通信局 文化･芸能(地方イベント)担当記者
2 （株）中日新聞社 名古屋本社編集局社会部 〃
3 （株）静岡新聞社 編集局 〃
4 （株）東愛知新聞社 報道グループ 〃
5 （株）朝日新聞社 名古屋本社編集局 〃
6 （株）毎日新聞社 中部本社 〃
7 （株）時事通信社 名古屋支社 〃
8 （株）テレビ静岡 ただいま！テレビ「秋の一枚」
9 （株）静岡朝日テレビ 「とびっきり！しずおか」身近な情報募集係
10 中京テレビ放送（株） キャッチ！「投稿BOX」
11 中部日本放送（株） 家族つなぐ イッポウ
12 名古屋テレビ放送（株） アップ！「メーロメロ！ポスト」
13 NHK静岡放送局 ひるしず「たっぷり静岡＋」
14 NHK名古屋放送局 まるっと！「まるっとポスト」
15 静岡放送（株） 「LIVEしずおか」文化（地方イベント）

開催日 ： 11/25( 金 )　-　11/27( 日 )

時間 ： 10 ： 00　-　16 ： 00　

主催 ： 椙山女学園大学生活科学部　阿部研究室　岩田・野田　

協力 ： 時宗　東福山　西光寺

場所 ： 西光寺　静岡県磐田市見付 3353-1

※新型コロナウイルス蔓延防止のためご参拝者様にマスクの着用をお願いしております。

入場無料

花結び
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フラワーアート × 縁結び

※11/25のみ17：00まで開催

JR磐田駅

磐田 IC

見付 IC

旧見付学校

西光寺
さわやか磐田本店

豊田東 IC

見付天神

JR豊田町駅
JR御厨駅

旧赤松記念館

豊洲豊田スマート IC

旧見付学校

さわやか磐田本店旧赤松家記念館

見付天神
西光寺から徒歩 19 分 西光寺から徒歩８分

西光寺から徒歩 13 分 西光寺から徒歩 10 分

静岡県磐田市　時宗　東福山　「西光寺」

わくわく！西光寺散策ルート MAP
西光寺から

徒歩 20 分圏内

花結び

西光寺さんって？

istagram(＠saikoji_sugi) にて制作の様子を動画

や写真で公開中！！ご来場下さったあなたに

素敵な良縁が舞い込みますように ...♡

フェアリーズ

徳川家康公ゆかりの文化財の宝庫 ・ 東福山西光寺は、 参拝者が

絶えないパワースポット。 境内を覆う大クスとナギの木は恋愛成就

と縁結びのパワーを持つと若い女性に大人気です！また、 電飾や

境内に置かれたインテリアは、 ご住職様自ら海外から買付られたこ

だわりの品々です。 ( 一部 HP より抜粋 )

はじめまして！椙山女学園大学生活科学部生活環境デザイン学科

阿部研究室４年生岩田・野田です。 私たちはより多くの方に寺院に

興味をもっ

てもらいたい！という思いから今回 SNS 映えする寺院のインスタレー

ションの制作 「花結び」 に取り組んでいます！恋愛成就 ・ 縁結び

にちなんで 「あなた出会えてよかった」 という花言葉をもつ赤色の

バラ５本をモチーフにしました。 妖精 2 人が愛を皆さんにお届けし

ます！直径 80ｃｍ・ 高さ 2ｍにも及ぶ巨大なバラの花のインスタレー

ションをぜひ見に来てください！

東名高速道路

磐田バイパス

ららぽーと磐田
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11月25日 11月26日 11月27日

10:00 4 2 11

11:00 6 3 9

12:00 1 5 2

13:00 1 5 1

14:00 1 5 10

15:00 2 9 2

16:00 0 0 0

17:00 0

合計 15 29 35

チラシ

・ 磐田市観光案内所 ・ 磐田西高等学校

・ 袋井市観光案内所 ・ 磐田市民文化会館かたりあ

・ 浜松市観光案内所 ・ 旧赤松家記念館

・ イオンタウン磐田

　上記の 7 か所に許可を頂き計 330 部を設置した。

　（表） （裏）

【仮設置 ・ 端切れの活用】 【「花結び」 の様子】【Instagram】 【媒体調査】

【時間帯別来場者数変移】 【感想】

【メディア送付リスト】
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